
子どもの心と命を守る対策について

　　　　ニュースを見て悲しくなり

　　　　ました。飯能市の対策は？

　　　　私も虐待による子どもの

　　　　死亡事件を聞くたびに心が

締め付けられます。飯能市では保健師

や助産師が赤ちゃんが産れる前から

の相談や、産れた後も 2 週間以内

を目標に、一軒ずつ伺って赤ちゃん

とお母さんを見守っています。これは

「0 歳児おむつ無償化事業」による

支援だけが目的ではなく、子どもの

虐待死の割合が一番高い 0 歳児の

うちに家庭と飯能市がつながること

を目的としています。①出生届手続き、

②乳児健診 (4、5ヶ月児 )、③8ヶ月児

計測会（飯能独自の計測会）の3回に

分けてクーポン券を渡しているのが

ポイントです。多くのお母さんたちが

来てくれて顔の見える関係になって

います。また、子どもの状況が心配

な家庭が引っ越しした時、お互いの市

の考え方の違いで助けられなかった

こともあります。飯能とかかわりの

深い、所沢市、入間市、狭山市、

日高市（埼玉県西部地域まちづくり

協議会）の間でより一層の連携と

統一したルール化をお願いしました。

その後、H31 年 1 月にこの 5 市に

よる「児童虐待防止に関する連携協定」

が締結され、これにより相互連携、

ルール化が図られることとなりました。

　　　　助け出すためにはどうすれ

　　　　ばいいか教えてください！

　　　　電話「１８９（イチハヤク）」

　　　　は全国児童相談所の共通

ナンバーです。子どもの泣き声が

毎日聞こえるけど虐待かどうかわか

らないし、でも気になる。はっきり

しなくて心がモヤモヤするときは

この電話番号にかけてください。

相談者の個人情報は守られます。

もちろん近くの大人や学校の先生で

もいいですし、緊急の時は警察に

電話をかけても助けに来てくれます！

　　　　様々な理由で親と離れて暮

　　　　らす子がいると聞きました。

　　　　虐待だけでなく、いろいろ

　　　　な理由でお父さん、お母さん

と暮らせない赤ちゃんは乳児院、

1 歳から 18 歳の子は児童養護施設

という施設で暮らしています。でも、

やっぱり自分の「おうち」で暮らす

こと、特定の頼れる大人がいることは

とても大切です。親と離れて暮らす子が

「おうち」に帰ることが出来るように

お父さん、お母さんに勉強しても

らったり、社会的養護といって本当の

親のように育ててくれる里親委託や、

普通のおうちで少人数で過ごすファ

ミリーホームなどの支援もありますが、

少人数での生活はとても難しい問題

でなかなか進まないのが現状です。

5 月 11 日（土）に関田の市政報告会で報告

した内容をわかりやすく対話形式でお届け

しますします。ぜひ、最後までお読みください！
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岩沢くん（中学生らしい？）

飯能市赤沢生まれ。大学卒業後は主に観光業などで接客・営業に従事。

その後、結婚・出産やＵターンを経て、飯能市の観光案内所に転職し。

地域の魅力を再発見する機会を得る。生まれ故郷の活性化を願い、

平成28 年の飯能市議会選挙に出馬し初当選。平成29年には元加治

駅前に地域交流の場として「kiitos（キートス）」をオープン。

夫、小学生の娘、両親、愛犬と３世代＋ワンな同居生活で、大好きな

飯能ライフを満喫中。飯能中を精力的に駆け回る日々を過ごす。

ボクが関田さんに

いろいろと聞いてきたよ！



加治東地区の区画整理問題について進捗を報告しました

飯能の責任として清流保全の為に下

水道整備をしなければいけないよね。

あと約 10 年でこの事業は完了とな

るけれど、生活している人は 1 日で

も早く住みやすい環境になってほし

いと願っています。お金を使うべき

ところに使うよう、私も頑張ります。

また、元加治駅南口開設も皆さんの

願いですね。西武鉄道、入間市長、

飯能市長とお話したところ、あけぼ

の公園の人気や学生さんが安全に

通学できるようにと飯能市としては

南口を開設したいけれども、「元加

子どもの心と命を守る対策について

　　　　加治東地区（岩沢、阿須）

　　　　にはどんな問題があるの？

　　　　加治東地区はトーベヤンソン

　　　　あけぼの子どもの森公園、

阿須の運動公園、駿河台大学があり、

入間川の景観も素晴らしい地域です。

特に岩沢地区においての長い間の

課題が「区画整理」。今は南北を結ぶ

「阿須小久保幹線」の工事に集中して

いて沢山のお金 ( 税金 ) が使われて

いるんだ。でも、救急車などが入り

にくい狭い道路の改善や水源のある

治駅」は入間市にあるのでなかなか

折り合いがつかない状況なんだ。

　　　　狭い道だと交通事故が　

　　　　心配です、何か対策は？

この地域に限らずこれから

　　　　少子高齢化になって高齢ド

ライバーの数が多くなります。実際、

高齢者ドライバーによる交通事故が

多く問題になっていますね。この加

治東地区は山間地に比べれば大変便

利かもしれませんが、近くに商店や

病院が無く自家用車に頼らざるおえ

ないので、自家用車に代わる移動手

段を早く考えなければいけません。

地域の方でお手伝いをしてくれる有

償ボランティアの動きもあるので、

心配なことは相談してください。

また、大きな事故の後、免許を返

納する方がても増えているようで

す。大変な決断だったと思います。

（写真中央上）前奥むさし飯能観光協会会長柏木氏、内沼県議会議員を市政報告会に来賓としてお招きいたしました

田中龍夫入間市長を訪問し、元加治駅南口の開設について陳情してきました

今ではインスタ映えスポットとして大人気
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インターネット・スマホがこれだけ普及しましたが
まちづくり分野では本格的に活用されていません！
人口減と上手につき合う方法を探してみませんか？

就職氷河期を過ごした団塊ジュニア

に非正規雇用者が多く、経済的に 

蓄えが少ないと言われています。

　　　　働く人も減りますよね？

　　　　何か対策はありますか？

すでに行われている対策と

　　　　しては、働く女性を応援す

べく、結婚しても、子どもを産んで

も安心して働ける環境づくりを進め

たり、シルバー世代の方々にも貴重

な企業の戦力として働き続けても

らえるように、定年制を見直しは

じめるなど、大切な働き手を手放

さない仕組み作りを始めている企業

もでてきました。これからのシル

バー世代は「人生 100 年時代」の主

役と言われるほど元気ですからね。

私たちの未来とこれからについて

　　　　「少子高齢化」でどうなる

　　　　のですか？何が心配なの？

まず、人口比率の高い団塊

の世代が 75 歳を超えて後

期高齢者となり、国民の 3人に 1人

が 65 歳以上、5人に 1人が 75 歳以

上という、人類が経験したことのな

い『超高齢社会』を迎えます。これ

が『2025年問題』です。また、約20

年後には毎年 90 万人が減少すると

いわれる中、人口構成が団塊世代に

次いで高い団塊ジュニアが 65 歳に

達し、高齢者の人数が最大になると

推計されています。 2025 年には医療

介護の社会保障費が急増、さらに私

が問題視している2040年問題では、

　　　　なんだか不将来が安です。

　　　　もう少し教えてください！

　　　　例えば今の子供が大人なっ

た時に少ない力でも生産性

を高めることができるような、就学

前からの質の高い保育・教育を受け

ることや、人の代わりに人工知能（AI）

が仕事をするスマート化を進めるこ

と、居住、福祉、就労が連携できる

ような地域にあった「コンパクトシ

ティ」作りも有効と言われています。

そして、飯能市には 未来を思い描い

て今何をすべきかを考え、予測可能

な 2040 年問題対して現在すべき

ことを話しあう「2040 プロジェ

クト」を立ち上げましょうと提案し

ています。できることから確実に！

子供たちへ、いかに飯能市をつないでいくか

飯能市のこれから予想人口推移

※関田が作成したグラフです

参考：国立社会保障人口問題研究所

(平成 30 年 3月 1日現在 )
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左：岡田しずか県議（実は同窓生です）

ココロもカラダも美しい女性を目指して

女性議員の支援について

　　　　女性の議員さんは少ないと

　　　　聞いたのですが。

　　　　日本の女性国会議員数は世

　　　　界で 157 位と非常に低い順

位なんです。私のような女性市町村

議会議員は全国平均12.8%と、10人

に 1 人か 2 人しかいないのです。

（飯能市は19人中5名が女性で約26%）

人間はそれぞれ様々な考えを持って

いますね。日々の生活に直結する政

治の場に、男性・女性と様々な立場

からいろいろな考えを取り入れま

しょう、と、昨年 5月「政治分野に

おける男女共同参画の推進に関する

法律」が作られました。世の中には

過去にこれだけ飯能市がメディア

に取り上げられた事があったで

しょうか。紛れもなくメッツァ効

果で、嬉しいことに移住検討者が

増えているとのことです。私はこ

れからの「人口減少」をいかに緩

やかにしていくかの鍵は交流人口

だと考えます。飯能ファンをもっ

と増やし、それと共に「子育て・

福祉の充実」を図り、移住候補地

として上位に挙がるような街づく

りをしなければなりません。それ

は我々市民の満足度向上にもつな

がります。住民満足度の低い街に

人は集まるはずがありません。

そして、少子高齢化対策で効率的

な手法も大切ですが、より地域の

つながりを強くしたり、お互いに

多様性を認め、助け合いながら生

活する「自助・共助」の考えがさ

らに重要になります。また、飯能

の大きな課題として市域の 75%

を占める森林の管理があります。

2024 年度より森林環境税がはじ

まり、国が毎年一人当たり1000円

を徴収します。飯能市は前倒しで

今年度より森林環境譲与税が配分

され、森林整備、担い手育成等に

利用される予定です。森林文化

都市の住民として我々飯能市民が

森林管理、木材の利用法などのお

手本を外に積極的にアピールでき

るよう、街ぐるみで戦略を練るこ

とが大切です。私は議員としてそ

のお手伝いをしていきたいです。

　　　　  使ってます！ ピラティス教室  （吉田由紀さん）
【活動内容】kiitos でセミプライベートレッスンの様な生徒さんとの交流を

大切にしたピラティス教室を開催しています。ピラティスはリハビリ向けに

作られたエクササイズで、キッズからシニア世代の方まで気軽に体を動かす

ことができ、 体幹とインナーマッスルを強化することができます。 続けることで

理想的な姿勢と動作が身につき、慢性的な痛みの改善や、ケガの予防、運動

パフォーマンスの向上などが期待できます。  女性限定の教室で、お子様連れも

OKですので、体を動かしたい女性のみなさん、ぜひ、お気軽にご参加ください。

【プロフィール】飯能出身飯能育ち飯能在住、20 代より腰椎椎間板ヘルニア、

ギックリ腰など腰痛と共存する生活を送るなかでピラティスと出会い身体の

変化に感動。 以後、ピラティスを追求し、 子育てママさんの交流の場にも

なればと、お子様連れ OKのピラティス教室をスタート。【お問合わせ】吉田

由紀さん  　　　　　　　にてご連絡ください。  ➡　  ID：@cnh6789t

困っている女性がたくさんいますが、

なかなか声が聞こえてきません。

女性議員でもっと力を合わせながら、

様々なことを解決していきます。

　nao.sekita@gmail.com 　飯能市岩沢 400-1（kiitos）　090-8329-5791

元加治駅前で関田が運営する地域交流の場
＼ 借り方・使い方、は関田なおこまで！ ／

関田なおこコラム

なおこの
　はんのう

発行・編集
関田なおこを応援してくださる会員を募集中！
詳細は下記までお気軽にご連絡ください
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